
47 魚骨らーめん 鈴木さん

48 囲食酒 BAR 海亀

49 沖縄料理 きらく

23 American FM

24 すし藤兵衛

25 Richwaru Dining

26 きんちゃん家

27 和らぎ 津田沼店

28 粉と水

29 津田沼っ子居酒屋 とりとんくん

30 呑食堂バル くり

31 HUB 津田沼店

32 そば処 志な乃

33 RAJA

34 PIZZA & SPORTS BAR VIVO

35 沖縄居酒屋 遊び庭

36 焼酎 Bar 世海

37 九十九ラーメン 津田沼店

01 Sweet KavaKava

02 ぎょうざんぽう

03 Mediterraneo casa Tsudanuma

04 Groovy kitchen

05 BAR GYPSY

06 restaurant & bar MM

07 炭焼屋 鶏 's 串

08 Caro Dining

09 Bar Top & Sky

10 町かど酒場 TIPSY

11 多国籍バル Ann's

12 赤ちょうちん

13 Gazelle 8

14 炭火串焼 たまり

15 すし酒場 丸鮮

16 元祖 参佰宴

17 あいらしか

18 BAR KEMURI

19 鶏弘

20 肉匠ダイニング ワラカルネ

21 本場台湾料理 福盛園

22 焼肉ここから 津田沼店

38 百楽門

39 しちりん 津田沼北口店

40 旭川ラーメン 好 KOO

41 家庭料理 章 AYA

42 たちばなごはんカフェ

43 ハワイアンカフェ&バー ハリケーン

44 Irish Pub Bosca Beaga

45 BAR YORK

46 VANSAN 津田沼店

JR 津田沼駅

ファミリーマートファミリーマート

セブンイレブンセブンイレブン

〒〒

ミニストップミニストップ

新
京
成
線

地元飲食店を応援しています！
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企画：船橋市前原商店会　協力 :ぬまぬまフレンズ　後援 :船橋市、船橋商工会議所、船橋市商店会連合会

【※社会情勢の変化によって、営業スタイル、営業時間等の変更がある場合があります。詳しくは店舗に直接お問い合わせ下さい】 　2020 年 6月現在
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野菜と果実とワインのみでじっくり煮
込んだ本格派カレーやテイクアウト
カクテルなどお楽しみ頂けます。

営

休

☎047-493-4415　通常／19:00～27:00  自粛期間中
／12:00～20:00( 変更あり)　　不定休

01
Sweet KavaKava テイクアウト

可

『25 年続く昔からの街中華です。
店内はアットホームな感じでボリュー
ムもあり品数豊富で気楽に入れる
お店です』

営

休
☎047-478-9122　通常／11:30～14:00、17:00～0:00。当面／
11：30～14:00、17:00～21:00。日曜日は昼営業休み　第1、3日曜日

02
ぎょうざんぽう テイクアウト

可

店舗 PR( 店舗情報 ) 現在、お客
様とスタッフの安全と健康を第一に
考え、4 月3日より休業態勢をとっ
ております。

営

休

☎047-493-4387　日月火水木18:00-24:00、金土
18:00-05:00　不定休

03
Mediterraneo casa Tsudanuma

営

休

☎047-476-0800　通常／19:00-Last 当面／18:00-
売り切れまで　火

04
Groovy kitchen 当面

ﾃｲｸｱｳﾄ専門

休

頑固親父の店。

営☎047-473-5086　19:00-25:00(自粛中は13:00-19:00)
　木

05
BAR GYPSY

津田沼の隠れ家ダイニングバー、ゆっ
くり落ち着ける寛ぎの空間で美味しい
料理とお酒でおもてなし致します。

営 休☎047-405-2332　18:00～4:00　火

06
restaurant & bar MM テイクアウト

可

お会計より10%OFF
店舗特典

部位によって全国各地から仕入れ
た鮮鶏を、毎日一本一本手打ちし
た串を備長炭の強火で一気に焼き
上げる焼鳥は絶品です！

来店ポイント式のカードを貯めていただい
てオリジナルTシャツ、パーカープレゼント

営

休

☎047-406-4194　12:00～20:00 6月より17:00-1:00の通
常時間予定　火

07

店舗特典

炭焼屋 鶏's 串 テイクアウト
可

毎日日替わりのお弁当やお惣菜

営

休

☎090-2553-7336　通常／17:00-0:00、当面／12:00
～20:00　なし

08
Caro Dining テイクアウト

可

津田沼駅南口徒歩 4 分 はじめて
の方、女性 1 人でも安心のリーズ
ナブルな本格バー

チラシ見たで 300 円ご飲食代金か
ら300円引き

営

休

☎047-406-4345　通常／18:00-24:00、緊急事態宣言
が終わるまで土日14:00-20:00、土日祝12:00-20:00。アル
コール提供は19:00まで　木

09

店舗特典

Bar Top & Sky

津田沼唯一の洋風スタンディング
BAR。キャッシュオン式でサクッと
1杯飲みに最適です。現在水曜日、
金曜日の週 2 日のみ営業させてい
ただいています。

営

休

☎090-9240-3047　通常／17:00-25:00当面／12:00-14:30、
17:00-24:00　通常／日 当面／水金のみ営業

10

初来店の方 1杯目サービス
店舗特典

町かど酒場 TIPSY テイクアウト
ランチのみ可

アジア、西欧、南米などの多国籍
料理と自家製サングリアと至高のジ
ントニックが自慢のレストランバー

ランチコース (¥1370) のご予約でドリンクお
かわりサービス、ディナータイム、アルコールの
ご注文でおまかせ前菜人数分サービス

営 休☎047-411-5023　11:30-13:30、18:00-25:00　木

11

店舗特典

多国籍バル Ann's テイクアウト
可

12

新鮮な刺身、串焼き、焼き魚が豊
富なろばた焼きです。

最初のMAP １枚で生ビール又はタ
コハイ又はソフトドリンクサービス
7/15 迄特典

営 休☎047-477-4922　17:00-23:30　日（月曜日が祝日の場合、
日曜日は営業します。振替として翌日の月曜日はお休みとなります）

店舗特典

赤ちょうちん

【津田沼徒歩１分】ランチ始めます！
除菌徹底！200 種類以上のカクテ
ルと創作料理が自慢のダイニング
バー

生ビールまたはカクテル１杯サービ
ス

営 休☎047-477-8541　11:00- 翌 2:00　なし

13

店舗特典

Gazelle 8 テイクアウト
可

営 休☎047-403-7277　17:00- 翌 5:00　無し

15

にぎり or 刺身を人数分
店舗特典

すし酒場 丸鮮
営 休☎047-477-3032　17:00- 翌 2:00　無し

16

クーポンメニューから一品
店舗特典

元祖 参佰宴

本場博多の味を堪能できる特性も
つ鍋はしょうゆ、みそ、辛みその３
種類。他にも野菜巻串は 1 本
199 円！

お通しなし、席料なし

営

休

☎047-405-9135　11:45-24:00　深夜は新型コロナ
ウィルス拡大防止のため、深夜営業は休止。　なし

17

店舗特典

あいらしか

シガーと樽熟成のお酒が飲めるお
店です。店内で燻した自家製燻製
あります。

営

休

☎047-409-8828　通常19:00- 翌 3:00 当面 15:00-
22:00　日

18
BAR KEMURI テイクアウト

可

ジューシーな大山鶏を使った焼きとり
と豊富なメニューが自慢。今ならテイ
クアウトに限り消費税は0%です。

ファーストドリンク無料

営

休

☎047-474-4766　通常／16:00- 翌 2:00、当面／
16:00-24:00　日

19

店舗特典

鶏弘 テイクアウト
可

和牛や牛タンの極上ステーキ 980
円～。姉妹店の「肉と日本酒バ
ル ワラカド」も新津田沼で元気に
営業中！

ソフトドリンク 1 杯無料　※持帰
時缶ジュース

営

休

☎047-406-5005　ランチ 12:00-14:00、ディナー 
17:00-23:00　月

20

店舗特典

肉匠ダイニング ワラカルネ テイクアウト
可

営

休

☎047-471-5131　11:00-14:30、17:00- 翌 5:00 今
現在は 23:00まで　なし

21
本場台湾料理 福盛園 テイクアウト

可

分厚く切られた、タン・ハラミ・ヒ
レの盛り合わせ、ここから名物「伝
説盛り」をぜひ食べて下さい！!

1ドリンク無料

営

休

☎047-409-4329　通常／17:00- 翌 4:00、日祝
17:00-23:00 現在／16:00-23:00　なし

22

店舗特典

焼肉ここから 津田沼店 テイクアウト
可

good time, good music, good 
food, good drinks

営

休

☎080-1293-5824　通常／火～木19:00-25:00、金
土 19:00-27:00 今月末迄 17:00-20:00　月

23
American FM テイクアウト

可

新鮮な旬の魚介を提供したいと頑
張っています。

お店指定のファーストドリンクを一
杯サービス。

営 休☎047-493-8947　18:00-22:00　日

24

店舗特典

すし藤兵衛 テイクアウト
可

現在緊急事態宣言を受け休業中
です。

マキコレワイン(赤 or白 )1杯サー
ビス

営

休

☎047-411-6699　通常／18:00-29:00、現在臨時休
業中　日曜

25

店舗特典

Richwaru Dining テイクアウト
可

10 円刺身（数量限定）　50 円焼
き鳥が人気です。日～木は早割（ド
リンク類 280 円）もやっています。

人数×焼き鳥 3本サービス

営 休☎047-471-5098　11:30-0:00　なし

26

店舗特典

きんちゃん家

お寿司とへぎそばの美味しい店。

営 休☎047-473-2202　18:00-24:00　日

27
和らぎ 津田沼店 テイクアウト

可

国産野菜でふっくらしたお好み焼
き、２つのスープでコクのあるもん
じゃの「粉と水」です。

会計より５％OFF

営

休

☎047-472-9624　17:00-0:00（L.O.23:00）日11:30-15:00
（L.O.14:00）17:00-22:00（L.O.21:00）　月（祭日の場合営業）

28

店舗特典

粉と水 テイクアウト
可

燻製・焼き鳥がメインの居酒屋で
す♪ とりとんくん自慢のお料理の
数 を々心ゆくまでご堪能ください☆

【燻製ポテトサラダ】プレゼント！

営 休☎047-403-5066　15:00-23:00　なし

29

店舗特典

津田沼っ子居酒屋 とりとんくん テイクアウト
可

1人飲みの方、大歓迎！美味しい
料理、美味しいお酒、美味しい雰
囲気でお待ちしております！

営

休

☎047-403-7715　通常／17:00-25:00（現在
13:00-19:00 テイクアウトのみ）　不定休

30
呑食堂バル くり テイクアウト

可

津田沼駅北口から徒歩 1 分！毎日
OPEN～19時でハッピーアワー実施
（カクテルが30%～50%オフ）♪

毎回のお会計が 10%off　※コー
ス除く

営

休

☎047-403-8082　月～木 17:00-0:00、金 17:00- 翌 2:00、土 16:
00-翌2:00、日16:00-0:00※情勢によって変更あり　年中無休

31

店舗特典

HUB 津田沼店

お蔭さまで創業 40 年！蕎麦、つゆ
共に化学調味料、添加物等一切
使わず、当店の職人が毎朝仕込
んでいます。

営

休

☎047-475-2601　通常／11:00-22:30 現在／11:00
-17:00　なし

32
そば処 志な乃 テイクアウト

可

チラシ持参でお会計 10％割引！
6/30 迄

店舗特典

本物のインドカレーとネパール家庭
料理を経験豊かな現地のシェフと
スタッフが提供します。勿論日本語
OK！

チラシ持参でランチ 100 円引ディ
ナー15％引

営

休

☎047-471-9905　通常／11:00-23:00、現在／11:00-2
0:00　無休

33

店舗特典

RAJA テイクアウト
可

本格ナポリピッツァとダーツが楽しめ
るスポーツバー。

営

休

☎047-409-8443　通常／18:00-29:00　当面／18:
00-24:00　年中無休。当面の間、日曜定休

34
PIZZA & SPORTS BAR VIVO テイクアウト

可

緊急事態解除と同時にランチ、
バー共に営業していきますので今
後ともゆたしくうにげーさびら

営

休

☎047-403-5080　通常／17:00-24:00 当面／11:30 
-20:00　火

35
沖縄居酒屋 遊び庭 テイクアウト

可

焼酎飲むならおうちにおいで。あな
たの１本見つけよう。

営

休

☎047-471-6386　通常／月～土 18:00-26:00、日19:00-26:00　当
面／土日祝 15:00-20:00、平日17:00-22:00　通常／水 当面／火水

36
焼酎Bar 世海

テーマは食の安全安心、スープは
味わい深いマイルドな仕上り、世
代問わずご堪能頂ける一杯をお楽
しみください。

味玉 or 替玉

営 休☎047-404-0141　11:00-3:00　無し

37

店舗特典

九十九ラーメン 津田沼店 テイクアウト
可

営 休☎047-471-9468　11:00-14:30、17:00-23:00　不
定休

38
百楽門 テイクアウト

可

コロナ禍の中、換気・ダクト全開、
ソーシャルディスタンスに気をつけ
ながら、毎日元気に営業しておりま
す。

１stドリンク１組毎に Sカルビ 1 人
前無料

営 休☎047-477-7158　16:00-23:00 L.O. 22:30　年中無
休

39

店舗特典

しちりん 津田沼北口店 テイクアウト
可

新京成沿線ガイドブック 2020　
『すてっぷ』掲載店・公式ブログ
Ciao Ciao

ラーメン・つけめん・まぜそば　麺
類 100 円引

営 休☎080-4441-3396　11:45-14:30、17:45-25:00　無
休

40

店舗特典

旭川ラーメン 好 KOO テイクアウト
可（ラーメン以外）

手作り料理とジャズの流れるアット
ホームな雰囲気でゆったりお楽しみ
下さい。

営 休☎047-493-7400　17:00-23:00　日祝

41
家庭料理 章 AYA

「子どもが育つ」を支えます。共に
過ごす・つながる子育て。たべる
こと　つくること　おいしいこと。

ランチのドリンクをサービスします！

営

休

☎047-409-6377　8:00-16：00（現在11:30-16:00
店舗にお問い合わせください）　水日祝

42

店舗特典

たちばなごはんカフェ テイクアウト
可

ハワイアンビールやカクテル、パイ
ナップルワイン、料理はハワイの調
味料を使用！ビールのテイクアウト
OK

マップを見たでハワイアンビールの
コースターをプレゼント！

営

休

☎090-3221-0439　通常／火～日18:00- コロナ対策営業時間／
水～金 11:30-15:00、17:00-19:00L.O. 土日11:00-19:00L.O.　
通常／月第３日 コロナ対策営業時／月火 状況により変わる場合あり。

43

店舗特典

ハワイアンカフェ&バー ハリケーン テイクアウト
可

アイルランド料理と樽出しギネス、
キルケニーと他アイルランドのお酒
が飲めるお店。

営

休

☎047-489-5537　通常／17:00-26:00、当面／12:
00-24:00　不定休

44
Irish Pub Bosca Beaga テイクアウト可

創業 1995 年。女性１人でも寛い
で落ち着ける、それでいてアットホー
ムな雰囲気のバーです。

営

休

☎047-493-7707　通常／17:00-翌 2:00、当面／閉店
時間は22:00-0:00くらいまで様子を見ながら)　月火

45
BAR YORK テイクアウト

可

本格イタリアンが気軽に楽しめる。
小皿料理のタパスを豊富にご用意
し、たくさんの料理を楽しめます。

オススメパスタ1組につき1皿サー
ビス

営

休

☎047-409-4876　11:00-21:00(コロナの影響により
変更有り）L.O. 20:00　なし

46

店舗特典

VANSAN 津田沼店 テイクアウト
可

自家製のさんまフレークをたっぷり
乗せたらーめんが売りの創作魚介
系らーめん店。

営☎047-478-1175　通常／11:30-15:00、17:00-24:00、
コロナバージョン／11：30－22：00

47
魚骨らーめん 鈴木さん テイクアウト

可

気軽に立ち寄れるアットホームなお
店です｡帰宅前のワンクッションに
是非ご利用下さいませ｡

営 休☎047-477-0428　18:00-27:00　年中無休

48
囲食酒 BAR 海亀

アットホームな雰囲気で気楽に沖縄
の雰囲気が楽しめるお店です。

人数分のお通しサービス。

営 休☎047-464-2125　18:00-24:00　火

49

店舗特典

沖縄料理 きらく テイクアウト
可

休

14
炭火串焼 たまり テイクアウト

可

お店で仕込んだ焼鳥を提供する
店。コースは 3h 飲み放題付で
3,000 円～完全個室あり( 換気万
全 )

マップを見たと言っていただけれ
ば、お会計から500 円引き。

営☎047-429-8765　月～土17:00-24:00、日13:00-22:00
　なし

店舗特典


